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2012年、事業をさらにグローバルに展開するというコミットメント
が、加速している。それは、経済情勢、規制、そのほかの不確実な環
境下にもかかわらずである。CEOは、今後の成長のためのファンダメ
ンタルズは、現在でも十分整っているとみている。 

第15回世界CEO意識調査では、企業がそれぞれの市場での成長のた
めにいかに備えを講じているかを把握するために、世界60カ国の最
高経営責任者（CEO）1,258人を対象に調査を実施し、さらに38人の
CEOに直接インタビューを実施した。「Growth and value in a volatile 
world（不安定な世界情勢における成長と価値）」と題した調査結果の
発表では、CEOの今後への自信、およびいかにしてCEOが自国・自テ
リトリーでの能力を確立し、新市場のための新しいネットワークを創
造するかを考察している。 

CEOは、市場への進出方法を適応させ、プロセス、そして時には経営
モデル全体を再構築している。彼らはまた、ビジネスの統合がより大
規模になるほど、拡大する可能性のあるリスクにも取り組んでおり、
そして市場機会を獲得するためのより戦略的な人材育成に重点を置い
ている。

このレポートでは、23カ国、42人の情報通信業界のCEOへのインタビ
ューに基づいて、同業界の主な回答を検証していく。第15回世界CEO
意識調査の全結果は、www.pwc.com/ceosurveyで確認できる。

戦略の見直し―	 	
不変の要因
各業界の企業は、世界経済の展望が非常
に不明瞭な中、特にヨーロッパの公的債
務 危 機 の 影 響 が 読 み 切 れ な い 中 で 、 
2012年を迎えている。中国やインドな
どの急成長市場の経済が世界経済の停滞
を解決してくれるという期待は薄れつつ
あり、私たちが調査した1,258人のCEO
のうち、2012年に世界経済が好転する
と答えたCEOは、わずかに15%だった。 

こうした悲観的な回答は、情報通信業界
のCEOの間ではさらに顕著であり、世界
経済は今後1年間でさらに後退するとみ
ているCEOは、全業界の平均48%に対し
て情報通信業界では55%に達する。しか
し、情報通信業界のCEOは、経済全体の
展望については悲観的であるが、自社の
成長への展望については、ほかの業界の
CEOよりも自信をみせている。今後1年
間における自社の収益増に「非常に自信
がある」と回答したCEOは、全体の平均
は40%に留まっているが、情報通信業界
では50%にのぼる（図1参照）。 
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一方で、成長に関して「全く自信がな
い」と回答した情報通信業界のCEOの割
合も非常に高い（全体3%に対して情報
通信業界14%）。この見解の二極化は、
昨年の調査に引き続き確認されたもので
ある。すなわち、極端な成功と失敗が混
在する業界であり、さまざまな企業の
明暗がくっきりと分かれたことを示して
いる。 

図1：今後1年間の収益増への自信

質問：今後1年間の自社の収益増に関してどれほど自信がありますか？
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調査対象：全回答者（調査全対象者1,258人、情報通信業界対象者42人）

出典：PwCの第15回世界CEO意識調査

全く自信がない あまり自信がない まあ自信がある 非常に自信がある 分からない

全CEO 情報通信業界のCEO
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世界経済に対する	 	
懸念事項
情報通信業界のCEOは、世界経済の展望
のみならず、関連するリスクにも懸念
を示している。図2は、情報通信業界の
45%のCEOが経済の不確実性について非
常に懸念していることを示している（全
体では32%）。同様に40%のCEOが、債
務の多い国が財政赤字削減のために講じ
ている諸策について深く懸念している
（全体では27%）。逆にインフレに関し
ては、楽観視しているCEOが全体を上回
っている。インフレを懸念するCEOは、
情報通信業界ではわずか19%である（全
体では31%）。  

図2：不安定、または不確実な経済成長に対する懸念

質問：不確実または不安定な経済成長に関してどれほど懸念を抱いていますか？
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「成長の潜在力は、与えられるものでも、コストをかけずにできるものでもない。
成長は、努力すること、懸命に働くこと、考え方を根本的に変えること、共通のビ
ジョンと長期計画を持つことで初めて実現する。そして何よりも、計画や方策を、
厳格に一貫性をもって予定どおりに実行することが成長には欠かせない」	

Michael Tsamaz 
会長兼最高経営責任者 
OTEグループ

調査対象：全回答者（調査全対象者1,258人、情報通信業界対象者42人）

出典：PwCの第15回世界CEO意識調査

全く懸念していない あまり懸念していない やや懸念している 非常に懸念している 分からない

全CEO 情報通信業界のCEO
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図3：今後の企業戦略の見直し

質問：今後1年の間に、あなたの会社の企業戦略は、どの程度見直されると予想しますか？
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戦略：全面変更！
破壊的とも言える変化は情報通信業界の
変わらぬ特徴であり、今年の調査の結果
は、変化のペースも規模も今後縮小して
いく兆候がほとんどないとCEOがみてい
ることを示している。スマートフォンか
らタブレットへ、ツイッターからグルー
ポンへ、と変化するように、新技術、新
デバイス、そして新チャンネルが突如登
場して受け入れられる情報通信業界で
は、一夜にしてスター製品が誕生し、昨
日のスター製品の座を脅かす。したがっ
て、今後1年以内に抜本的な戦略の見直
しを計画しているCEOが、全体では13%
であるのに対して情報通信業界では36%
に達することは驚くに値しない（図3
参照）。 

こうした破壊的変化はさまざまな形をと
り、当然ながら緊張感を生みだしてい
る。情報通信業界のCEOは、新規参入者を
同業他社よりも警戒し（48%対38%）、 
消費者支出のパターンのシフトに関して
「非常に懸念している」との回答が2倍
を超える。また彼らは、サプライチェー
ンのセキュリティをより憂慮し、かなり
の割合（19%）のCEOが、いくつかの市
場の基本インフラの欠如が、今後1年の
間に彼らのビジネスにとって深刻な問題
となる可能性があると考えている。

情報通信業界のCEOが世界経済の状況に
感じている悲観的な見解は、資金調達に
関 す る 懸 念 と し て も 表 れ て い る 。 
2012年の自社の成長のための資金調達
の実行可能性について危惧している情報
通信業界のCEOの割合は、全CEO平均の
2倍を上回っている。

調査対象：全回答者（調査全対象者1,258人、情報通信業界対象者42人）

出典：PwCの第15回世界CEO意識調査

抜本的に見直す ある程度見直す 見直しはない 分からない

全CEO 情報通信業界のCEO
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図4：今後のリスクマネジメントの見直し

質問：今後1年の間にあなたの会社のリスクマネジメントに対するアプローチはどの程度見直されると予想し 
　 ますか？
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2012年に想定している組織の大規模な
リストラクチャリングの一環でもある。 

情報通信業界のCEOの多くは、イノベー
ションを管理する最善の手法についても
再考している。

この業界では新技術が重要な役割を果た
すので、これは驚くに値しない。情報通
信業界のCEOは、新しい製品やサービス
を開発するためにポートフォリオを再配
置し、既存の製品やサービスを微調整し
ている。一方で彼らの60%は、目まぐる
しく変化する環境に対応するために新し
いビジネスモデルを導入する意思も示し
ている。

こうした戦略上の優先事項は、情報通信
業界のCEOがより時間を割きたいと最も
強く願う活動の「実施希望リスト」に反
映される。多くの業界のCEOが自社の 
リーダーシップおよび人材のパイプライ
ン構築を優先事項に挙げる一方で、情報
通信業界のCEOは、クライアントと向き
合うことにより関心を抱いている。彼ら
の4人に3人が、1日の時間に余裕さえあ
れば、彼らの製品やサービスを購入して
くれるクライアントと話すことが、最も
有意義な時間の使い方であると考えて
いる。

それでは情報通信業界のCEOは、こうし
た課題にどのように取り組むのだろう
か。彼らは、今後1年の間に、財務およ
び組織構成の幅広い分野においてさまざ
まな戦略的見直しを計画している。こう
した戦略の中では、主に設備投資に関す
る決定や資本構成に関する活動が顕著に
取り上げられており、31%のCEOが設備
投資を、29%のCEOが資本構成を大きく
変更しようとしている（全体では、設備
投資が19%、資本構成が14%）。さらに
リスクマネジメントの方法を抜本的に見
直すとみているCEOが全体では17%に過
ぎないのに対して、情報通信業界では
29%にのぼる（図4参照）。

情報通信業界のCEOは、投資やリスクへ
のアプローチの見直しに加えて、コスト
削減も引き続き実施する可能性が高いと
述べている。情報通信業界の90%のCEO
は、過去1年の間にコスト削減の取り組
みを既に導入している。この値は、全体
の数値75%を大きく上回っている。ま
た、48%のCEOは、今後1年の間に一部の
ビジネスプロセスや業務をアウトソース
すると予想している（全体では33%）。
当然アウトソーシングは、コスト削減の
必要性から実施される可能性があるが、
これはまた情報通信業界の40%のCEOが

調査対象：全回答者（調査全対象者1,258人、情報通信業界対象者42人）

出典：PwCの第15回世界CEO意識調査

見直しはない ある程度見直す 抜本的に見直す 分からない

全CEO 情報通信業界のCEO
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グローバルな未来における活動	
：新しい世界、新しい優先事項
情報通信業界のCEOは、変貌する世界経
済のダイナミクスが、この業界のグロー
バルな特性には好都合であるとして、ほ
かの業界のCEOに比べてより楽観的に捉
えている。私たちが調査した情報通信業
界のCEOの約69%は、国境を越えた資本
取引がますます容易になると考えている
（CEO全体ではわずか56%）。同様に、
情報通信業界のCEOの55%は、グローバ
リゼーションが引き続き自由貿易の障害
を取り除き、製品、サービス、および資
本の国境を越えた取引がさらに容易にな
ると予想している（全体では45%）。

予想に反せず、情報通信業界のCEOの多
くは、成熟市場よりも新興市場に今後の
成長の期待をしていると思われる。この
点については、ほかの業界のCEOと同様
である（図5参照）。ただし、海外進出
の計画を持つほとんどのCEOが中国に注
目しているのに対して、情報通信業界の
CEOは、ブラジルにより注目している。
情報通信業界のCEOの26%は、ブラジル
が今後1年の重要な成長市場になると考
えている（全体では15%）。 

図5：新興市場と成熟市場の重要性

質問：あなたの会社にとって成熟市場よりも新興市場の方がより重要であるということにどの程度強く賛同し 
 　ますか？
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調査対象：全回答者（調査全対象者1,258人、情報通信業界対象者42人）

出典：PwCの第15回世界CEO意識調査
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人材管理：複雑な状況および	
人事情報にまつわる課題	
情報通信業界のCEOは、人材管理につい
て複雑な胸の内を明かしている。一方で
は、ほかの業界のCEOに比べて、必要な
人材の確保は困難ではないと予想してお
り、情報通信業界のCEOの40%は、今後
3年間の自社の戦略遂行に必要な人材の
雇用に強い自信を示している（対して全
体では30%に留まる）。他方では、スキ
ルを有する人材の不足の直接の結果とし
て、過去1年間に戦略的取り組みを中止ま
たは遅延した傾向が高い（図6参照）。 

情報通信業界のCEOはまた、現地で社員
を雇うのではなく、必要に応じてある国
から別の国に社員を転勤させる傾向があ
る。情報通信業界の31%のCEOが社員の
転勤の方を好んでいる（全体では19%に
留まる）。上層のマネジメントチーム
は、本社がある国が拠点となる可能性が
高い（情報通信業界43%に対して全体で
は29%）。

また、情報通信業界のCEOは、ほかの業
界のCEOに比べて、社員に関する情報を
より多く取得することを望んでいる。そ
して、取得した情報の質が高ければより
満足することが多い。情報通信業界の

図6：人材不足による戦略的取り組みの遅延

質問：過去1年の間に、人材不足が、重要な戦略上の取り組みの中止や遅延など、あなたの会社の成長や 
    採算性に影響を与えていますか？
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調査対象：全回答者（調査全対象者1,258人、情報通信業界対象者42人）

出典：PwCの第15回世界CEO意識調査

CEOの50%は、人的資源への投資のリ 
ターンについての情報が非常に重要であ
ると考えている（全体はわずか29%）。
彼らはまた、スタッフの生産性や人件費
のような尺度をより重要視している（生
産性62%対50%、人件費57%対41%）。 

信頼できる確かなデータを重要視してい
ることに関して考えられる理由の1つ
は、多くの情報通信関連企業が雇用した
多くの人材を削減しているという事実で
ある。割合にして全体の約3倍の情報通
信業界のCEOが、過去1年の間に社員数
を大幅に（8%超）削減している。情報
通信業界のCEOは、どの社員を残してど
の社員を解雇するかについての難しい判
断に際して、あらゆる事実で確実に情報
武装しておきたいと望んでいる。

はい 分からない

全CEO 情報通信業界のCEO

いいえ



次のステップ
どのプロセスおよび能力をグローバル、リージョナルおよびローカル（現地）とすべきかについてを決定すること
は、成長機会を活かすだけではなく、企業が直面するであろう混沌に対処するための柔軟性を育むという面にも当て
はまる。この2つを両立させるのは容易ではない。私たちは、今年の世界CEO意識調査におけるCEOのフィードバッ
クから以下の8つの重要な質問を作成した。

1.  グローバルな成長戦略はどのよ
うに現地化できているか？

2.  グローバルな能力と現地のビジ
ネスチャンスをどのように両立
させているか？

3.  人材戦略は成長に適したものに
なっているか？

4.  イノベーションはクライアント
のために価値を創造している
か？もしくは、新製品を提供し
ているだけか？

5.  戦略計画は、ミクロリスクのマ
クロ的影響を明らかにしている
か？

6.  事業活動しているコミュニティ
の必要性や制約に対応している
か？

7. 企業と行政がさらに上手く協力
するための最大の機会はどこに
あるか？

8. ガバナンスモデルは、組織と社
員の求めるものがどのように変
化しているかを明らかにしてい
るか？ 
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